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研究目的

H+、ATP合 成酵素は生体膜の内外に形成されたプ

ロトン濃度勾配に基づ く電気化学ポテシシャルを

ATPの 高エネルギー結合へ と変換する特異な酵素

である。この酵素はATP(ア デノシン三 リン酸)を

合成するFェ部位 とH・を通すF。部位からなり、Flは

水相にF。は膜中に存在 している。さらに、ATP合

成の逆反応を用いて、触媒反応にはFェの回転が必

要であることが吉田 ・木下 らによって示 された。

H'一ATP合 成酵素 の反応機構 に対す る理解 は

Walkerら のFl結晶構造解析、吉田 ・木下 らのFl

の回転の証明によって大きく前進した。 しかし、分

子構造 レベルでの本質的な理解には至っていない。

結晶構造は一定の分解能の構造情報を与えるカミ あ

くまでも静的なものであるため、機能発現機構に

直接結びつかない。1分 子観測は分子の全体的運

動をみることはできるが、構造的分解能が十分で

ない。そこでわれわれは分子構造と機能発現の関
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FrATPase is a motOr protein.The TFlβ  subunit,which carttes the catalytic site of this enzyme,

consists of 473 aminO acids(52 kD).WVe completed more than 90%assignments of the backbone NMR

signals by the segmental isotope labeling method and TROSY.A new insight into the mechanis■ 1 0f the

Fl rotation has been provided by the assignments of the backbone N]vIR signals. 0■ adding MIgADP,

signals located o■ly in the nucleotide bhding domain shifted, suggesting that the β  subunit'S

conformation changes even as a monomer on nucleotide binding. The confirmed conformatio■ al change

fro■l the open to closed forms is realized through tM′o steps,namely,the ttrst step induced by F420 and

the second step ttduced by K164,T165 and D252.The flexibittty in the nucleotide binding domain also

plays an ilnportant role.  This conformational change ca■ be an important driving force for the FI

rotation.The conformational analysis Of β subunit_ATP complex by solid―state NMR under magic angle

spinning■ras also carried outt

係を最も直接的に明らかにしうる核磁気共鳴法

(NMR)を 用いて、この酵素の回転触媒反応の構造

的メカニズムを解明することを目指している。

溶波 NMRは 高い分解能で構造と機能発現の関

係を解析できる強力な方法である。しかし、分子

量が大きくなるとスペクトルの分解能が下がるた

め、解析が困難になることが最大の弱点である。本

研究においてはこれを 3つ の方法で克服すること

を目指した。第 1に 、アミノ酸置換とアミノ酸選

択的安定同位体標識により、選択的構造情報を取

り出す。第 2に 、区分安定同位体標識法を用いる

ことにより大きな分子量の酵素の一部分を安定同

位体標識する。これによリシグナルの数が減少し、

見かけ上小さな分子を取り扱う場合と同じになる。

さらに、TROSYと いうNMR測 定法を用いるこ

とにより、分子量増大出来の線幅の広がりを抑え

て高分解能のスペクトルを得る。これらの方法が

成功すれば、Fl複合体のように 30万 以上の分子
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量のタンパク質でもNMRに よる機能発現の直接

的解析ができる可能性がある。今日まで積み上げ

られた分子生物学的データを基にしたアミノ酸置

換を上記の方法と併せ用いることにより機能と構

造の関係の詳細な解析が可能になる。第 3に は固

体 NMR法 の適用である。この方法はスペクトル

の質が分子量に依存しないという点で溶波 NMR

よりも優れているが、分解能や構造情報がまだ十

分でない。本研究ではより有効な測定法の開発を

進める。このように、新しい研究法の開発を進め

ることによりH・―ATP合 成酵素のような解析不

可能と考えられてきた巨大な系の解析を可能にし、

回転触媒機構解明への道を切 り開くことを目指す。

研究経過

1 日溶 液 N M R に よ る H + 、A T P a s e βサ ブ ユ ニ ツ ト

の構造変化機構の解明

溶波NMRに おいて分子量の増加はスペクトル解

析を困難にする主な要因の一つである。近年、緩

和によるシグナルの広幅化は試料の重水素化や

TROSY、  CRIPT‐TROSYと V っヽたパルス系列を

用いることで改善されつつある。ところが、残基

数の増加によるシグナルの重なりはよリシビアな

問題である。インテインを用いた区分選択標識は

この問題の解決に非常に有意義な手法である。我々

は 473ア ミノ酸残基からなる分子量 5万 のH・―

ATPase〃サブユニツトにこの手法を適用した。こ

のタンパク質はF】複合体中では基質結合によって

Open formか らClosed fOrmへ構造が変化するこ

とが知られている。この構造変化のメカニズムを

解明するため、単体のβサブユニツトの主鎖の帰

属を区分標識と重水素化、TROSYを 組み合わせる

ことによって行った。

インテインを使って鴻C、馬Nの標識区分が果なる

4種 のβサブユニツト(それぞれA,1‐124、B;1_

270、C,271‐473、D;391‐473が標識されたもの)

を作製 した。インテインは Pyrocθccas監 もsどs

出来の PI_PFIIを用いた。インテインはベプチ ド

鎖の自己スプライシングによって、残りのペプチ

ド(エクステイン)から抜けだし、その際にエクス

テインをペプチ ド結合でつなぐ性質のあるタンパ

ク質である。インテインと目的タンパク質の遺伝

子をそれぞれ 1カ所ずつ切断し、それぞれのN末

端側の遺伝子を融合させたものを融合タンパク質

として発現させ、同様に発現させたC末端偵1の融合

タンパク質と変性させた状態で混合する。これを、

リフォールディングさせ、ィンテインの反応を起
こさせることにより目的タンパク質をつなぐ。こ
の時、一方のみを標識した培地で発現させれば標
識した部分のみの NMRシ グナルが得られる。主

鎖の帰属には TROSYタ イプの3D HNCA、 3D
HN(CO)CA、  3D HNCACB、  3D HN(CO)CACB

スペクトルを用いた。また標識する側のフラグメ
ントは 80%の 重水素化を行った。全ての測定は

pH 80、40℃で Bruker DRX800を用いて行った。
インテイン反応はそれぞれ 60%以 上の反応効

率で行われた。またそれぞれのスペクトルではシ

グナルの減少と分解能の向上が見られた。帰属は

A、 Dの スペクトルについては 100%、Bは 88%、

Cは 92%で 、全体 としては 9o%以 上完了した。
B、Cにおいて帰属が完全でない理由は、観測され

るべきシグナルの一部が見えていないことによる。
これは交換によるシグナルの広幅化が原因である

と考えられる。観測出来なかった領域を結晶構造

上にマッピングすると、それらはヌクレオチ ド結

合 ドメインの Hinge部分とその周辺に位置してい

ることが分かった(Fig l)。チロシンやヒスチジ

ンの lH_NA/1Rの
結果を考慮にいれると、この付近

ではモノマーは二つの構造をとっており、その間

での交換が起きていると考えられる。従って、モ

ノマーと複合体で構造の自由度に違いがあると推

測される。基質結合による構造変化を解析するた

め A/1gADPを加えて測定を行った。その結果、

スペクトルB、Cにおいて特定の領域で化学シフト

値の変化が見られた。再度これらの領域を結晶構

造上にマッピングすると、ADPの アデエン結合

ポケット周辺とHinge領域周辺に位置する(Fig

2)。 この変化 は複合体 にお ける Openか ら

Closedの変化に対応するものと結論できる。βサ

ブユニットだけでこのような構造変化が起こると

いうことは、Fl中のβサブユニットヘのヌクレオ

チドの結合がFl回転の重要なドライビングフォー

スになりうることを示唆している。

また構造変化を起こす上で重要な残基と考えら

れるリジン残基 Lys‐164をアラエン(Ala)に置換

した変異体(K164A)についても検討を行った。即

ち、Lys-164をAlaに置換したβサブユニツトを

270と 271残基の間で切断し、1-270アミノ酸残

きのみが 15N標
識されたβサブユニツトと、271‐

473残基のみが 15N標
識されたβサブユニツトを

作製し、いN」H HSQC測 定を行った。ヌクレオチ

ドの入っていない状態の変果体βサブユニツト
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Fig l The residues, the signals of 、vhich M′ere

■ot observed (BlaCk)

(K164A)の スペク トルと野生型のスペク トルを比

較 した。かなりの数のアミノ駿残基の化学シフ ト

値が変化 した。変化を起こしたスベク トルを結晶

構造上にマッピングし分布を見てみると、mnge領

域内、Ploopと 呼ばれるリン酸基結合部位、さら

にはアデエン環結合部位にまで及んでいることが

わかった。Lys、164は P、100p内のアミノ酸残基で

あるため P100p自 身が構造変化 を起 こしている

と考えられる。また、この変異体は野生型に比べ

ヌクレオチ ドの結合アフィエテイーを lo3程度低

くすることが知られている。P‐loOp、アデエン環結

合部位の構造を微妙に変化させることによって、こ

のアフィエテイーの低下を引き起こしてぃるとい

う可能性が示唆できる。また、ADPの 滴定 も行

いヌクレオチ ド結合状態での野生型 との構造の追

いも検討 した。

2,団 体NMRに よるFlβサブユエツト・ATP複 合体

の解析

次に、分子量の壁を持たない団体NMRを 用いて

好熱性細菌 PS‐3の Fl(TFl)βサ ブユ ニ ッ トと

ATPの 複合体における ATPの 構造、『基質とし

ての ATP』の構造を解析 した。団体 NMRに おい

てはマジック角試料回転を用いることにより高分

解能のスペク トルを得 ることがで きる。全ての

NMR測 定は、cMx 500 1ninity plus核磁気共鳴

装置 を使用 し、試料 は Zro2製 4 mmφ  Or32

mmφ ローターに詰めて行った。

ATP‐TFlβサブユニ ツ ト複合体の団体 NMR試 料

調製法の確立

野生型TFlβサブユニットの遺伝子を組み込んだ

プラスミドによって形質転換 した大腸菌株を培養、

得られた菌体を超音波破砕後、陰イオン交換カラ

Fig 2 Chemial sllift pertutbed reglons on ADP

binding (BlaCk)

ム、疎水カラムクロマ トグラフイーにより精製、

TFlβ サ ブユ ニ ッ トを得 た。 同モ ルの ATP、

MgC12と 混合 し、安定化剤 として トレハロースを

タンパク質の 50倍 モル加え、急速凍結後、凍結

乾燥を行った。その後、再水和を行い、相対湿度

を 76%に 調節 した。再水和後の複合体 の ユP、

CPMAS NMR測 定を行い、調製試料の評価を行

つた。得 られたスペク トル及び トレハロースを用

いないで調製された複合体のスペク トルを比較 し

たところ、 ト レハロースを用いて調製 した試料は

リン由来のピークがはっきりと三本に分裂 してい

る。複合体が トレハロースにより保護され一義的

な構造をとっていることが半Jる。

ATP‐TFlβサブユニ ツト複合体の団体 NMR測 定

と解析
増C,いN完 全標識 ATP―TF]β サブユニツ ト複合

体の 泊C_CPMAS NMR測 定を行い、複合体中の

ATPに 出来するシグナルの確認を行った。

複合体における ATPの 自己完結的な帰属を行

うため、まず
BC,SN完

全標識 ATP_TFlβ サブユ

ニツ ト複合体に対 して 2DおC RFDR-1の 測定を

行い、共有結合で直接結ばれた BC同
種核双極子

相関の観測を試みた。

RFDR-1で は共有結合で直接結ばれた BC間 の

双極子相関を観測 したが、その強い双極子結合に

より双極子結合の弱い遠距離の続化移動が観測さ

れず、構造情報 を得 ることができない。そこで

RFDR‐1を 改良 し、試料回転に対 してのパルスの

数を減 らすことで磁化移動を化学シフ ト差に選択

的なものとし、C5"―C8の距離情報の観測、リボー

ス(5')とアデエン(C8)が2,ダとsyBの どちらの構

造にあるかの決定を試みた。
・C―CPMAS NMR測 定では複合体中の ATPに

-136-



出来するシグナルを～lppm程 度の線幅ではっき

りと分離確認できた。強度も強く、分解能も良かっ

たため二次元NMRを 用いて解析を試みた。2次 元
町C RFDR-1の 測定では複合体中の ATPの リボー

ス内及びアデエン内の BC双
極子相関を観測する

ことができた。アデノシンの帰属結果を参考にク

ロスピークを順にたどり、リボース及びアデエン

のBCシグナルの帰属を行うことができた。帰属結

果をアデノシン、Na2ATPの ケミカルシフト値と

比較すると、いくつかのシグナルがシフトしてい

た。C3'の高続場シフトはβサブュニツトの Phe―

420の ベンゼン環の環電流効果によるもの、C2

の高磁場シフトはβサブユニツトの Tyr-341のベ

ンゼン環の環電流効果によるものだと思われる。2

次元 町C RFDR-8ス ペクトルを測定することによ

リアデエン(C8)とリボース(〕)間の相関を観測す

ることができた。C5'の対角ピークとクロスピー

クの強度比 は 0053で あった。RFDR8に よる

C〕からC8へ の磁化移動の核間距離依存性シミ

ュレーションの結果からC5'―C8間 のI巨離は 37士

olAで あった。アデノシンのX線結晶構造解析に

よると、2コすで 3.99A、synで 565Aで ぁること

から、複合体中の ATPも 2,ダの構造をとってい

るものと考えられる。

考零

本研究によって区分標識とTROSYの 組み合わ

せは、分子量が大きなタンパク質を溶液 NMRで

解析するのに有効な手段であることが示された。

Flβサブユニツトの基質結合による構造変化を解

析 した結果、ADPの アデエン結合ポケット周辺

とHinge領城周辺にの構造が変わっていることが

明らかになった。Flの結晶構造では基質の結合状

態により、βサブユニツトの構造が変わっている。

基質が結合していないときにはN末瑞 ドメインとC

末端 ドメインの間が開いた Open fOrmを とって

おり、基質が結合しているときには両 ドメインが

近づいた Closed formをとっている。この両者の

構造の違いはまさに、基質結合部位とHinge領域

に限られている。したがって、NMRの 化学シフ

トの変化は複合体における Openか ら Closedの

変化がβサブユニツトモノマーでも起こっている

ことを示している。Flの回転はβサブユニツトと

回転軸となっているγサブユニットの相互作用が

βの構造変化により次々と変化するためであると

考えられている。したがって、基質結合によるβ

サブユニットに固有な構造変化 は Fl回転の重要
な ドライビングフォースでぁると結論できる。

それではβサブユニットの構造変化 を引 き起こ

すメカニズムは何か。Lys-164を Alaに 置換する
と F】の活性がほとんど阻害されることが知 られ

ている。この変具体 (K164A)2次 元 NMRス ペク

トルを解析 した結果、Open型 でも野生型 と比ベ

ると Hinge領域、アデエン結合ポケット、さらに

は比較的遠 く離れた領域 までシグナルが変化 して
いた。つまりLysを Alaに 置換することによっ

て Open型 の構造が保てなくなり基質結合能力の

低下を引き起こし、さらには基質が結合 したとし

ても構造変化が起 きなくなったと考えられる。今

までのアミノ酸置換の実験を考慮に入れると基質

結合がこのリジンの構造変化を引き起こし、それ

がこれの関係する水素結合ネットヮークを変化 さ

せることにより、 βサブユニットの構造変化を引

き起こしていると考えられる。

区分標識 と TROSYの 組み合わせた溶波 NMR

とともに、マジック角試料回転下での団体が大 き

な分子量の生体高分子複合体の解析に有用である

ことが本研究で示された。
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